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日 時
場 所
出席者

平成１６年１０月１２日（火） １３：３０〜１７：３０
事務局大会議室
遠藤（学長・議長），大関，中澤，久慈，藁科，佐藤(三)，兼子，南條，豊川，山寺，
丹野，矢島，石堂，星野，佐藤（敬），宮田，荒川，佐々木（陸），加藤，佐々木
（大），工藤，相川，片野の各評議員
役員陪席者
昆理事，永井監事
監査室陪席者
瀧川室長補佐
事務局陪席者
渡邉総務部長，吉田総務課長，松井教務課長，斎藤入試課長他

配付資料
資料１

（当日配付）

（様式１）・履歴書・教育研究業績目録・応募の理由及び抱負
（様式１を除き選考後回収）
資料２ （事前配布） 平成１７年度学生募集要項（一般選抜）（案）
資料３ （事前配布） 平成１７年度私費外国人留学生募集要項（案）
資料４ （事前配布） 平成１８年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（案）
資料５ （当日配布） 懲戒処分について（報告後回収） ・ 国立大学法人弘前大学におけ
る懲戒処分等の公表基準
資料６ （当日配布） （様式１）
資料７ （当日配布） 国立大学法人弘前大学管理運営規則新旧対照表
資料８ （当日配布） 弘前大学総合文化祭実施イベント一覧
資料９ （当日配布） 弘前大学出版会出版の手引き
資料10 （当日配布） 附属図書館オープンキャンパス第１回学術講演会
資料11 （当日配布） 各学部等における改革構想案（医学部附属病院）
資料12‑1 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（２１世紀教育セン
ター）
資料12‑2 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（地域共同研究セン
ター）
資料12‑3 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（保健管理センタ
−）
資料12‑4 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（遺伝子実験施設）
資料12‑5 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（総合情報処理セン
ター）
資料12‑5 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（生涯学習教育研究
センター）
資料12‑6 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（留学生センター）
資料12‑7 （当日配布） 各学内共同教育研究施設における改革構想案（機器分析センタ
ー）
資料13 （当日配布） ２１世紀教育センター運営委員会報告要旨
資料14 （当日配布） 教育・学生委員会（第６回）議事要録（案）
資料15 （当日配布） 研究・施設マネジメント委員会（平成１６年１０月６日開催）報告
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◎ 議事に先立ち，９月１４日開催の教育研究評議会議事要旨（案）の確認が行われ，承
認された。

審議事項
議題１

弘前大学学生就職支援センター教員の選考について
大関理事から，資料１に基づき，応募要件，候補者の略歴・業績など学生就職支援セ
ンター会議における選考結果について報告があった。
続いて議長から，センター会議が候補者として選考した小磯重隆氏の同センター教員
への採用について諮られ，審議の結果，同氏の１１月１日付け助教授採用が承認された。

議題２

平成１７年度入試関係要項について
(1) 平成１７年度学生募集要項（一般選抜）（案）
大関理事から，資料２に基づき，人文学部の課程の名称，入学検定料の納入方法な
ど昨年度との変更点等について説明があり，審議の結果，了承され，役員会へ提案す
ることとした。
(2) 平成１７年度私費外国人留学生募集要項（案）
大関理事から，資料３に基づき，人文学部の課程の名称など昨年度との変更点等に
ついて説明があり，審議の結果，了承され，役員会へ提案することとした。

議題３

平成１８年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等（案）について
大関理事から，資料４に基づき，人文学部の課程の名称，推薦入学の募集人員，大学
入試センター試験における「英語」の配点など昨年度との変更点等について説明があり，
審議の結果，了承され，役員会へ提案することとした。

報告事項
報告１

教員の懲戒について
議長から，次のとおり報告があった。
① 平成１６年９月１４日開催の本評議会で審議決定した教員の懲戒処分について，
９月１６日同人に対し「審査説明書」を交付したこと。
② その後，同人から１４日以内に「陳述の請求をしない旨の届出」がなされたため，
「審査説明書を受領した後１４日以内に「陳述請求書」の提出がない場合の取り扱
い」についての平成１６年９月１４日開催の本評議会決定に従い，１０月１８日開
催予定の役員会を経て「懲戒処分書」を交付すること。
③ 「懲戒処分書」の交付後，国立大学法人弘前大学における懲戒処分等の公表基準
（平成１６年９月１５日学長裁定）」に基づき，配付資料のとおり，各部局の掲示
板に掲示し公表すること。
④ 併せて報道機関各社にも資料のとおり公表すること。
⑤ 本件は非公開事案であるので，公表するまでは，各学部教授会等への報告を差し
控えること。
⑥ 公表後に調査委員会を解散すること。

報告２ 教員人事について
(1) 教員の採用
藁科人文学部長，豊川農学生命科学部長から，資料６に基づき，下記教員の採用につ
いて報告があった。
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③

（現職なし） 講師採用（17.4.1 付け）
（山形大学講師）
教授採用（16.11.1 付け）

報告３

国立大学法人弘前大学管理運営規則の一部改正について
渡邉総務部長から，資料７に基づき，事務組織の再編及び廃液処理施設の廃止に伴う
一部改正の内容について報告があった。

報告４

総合文化祭の実施について
大関理事から，資料８に基づき，総合文化祭における各部局実施のイベント，全学的
イベント，よさこい弘大など全学的企画の概要，各イベントの実施日程等について報告
があった。

報告５

平成１７年度科学研究費補助金について
中澤理事から，資料１５に基づき，今年度の締切が１０月２７日であること，説明会
を１０月５日に開催したこと，平成１６年度の新規課題の申請件数が５１９件，採択件
数が６３件（追加採択２件を含む。），採択率が12.1％（追加採択２件を含む。）にな
っていることなどについて報告があった。

報告６

弘前大学出版会について
中澤理事から，資料９に基づき，弘前大学出版会において制定した標記手引き等によ
り，今後弘前大学出版会編集委員会で出版のための作業を進めていく旨報告があった。

報告７

附属図書館第１回学術講演会について
中澤理事から，資料１０に基づき，総合文化祭のイベントの一環として，１０月３０
日（日）に創立５０周年記念会館「みちのくホール」において，「太宰治の青春」をテ
ーマに標記学術講演会（講演者：岐阜女子大学名誉教授 相馬正一氏）を実施する旨報
告があった。

報告８

各学部等の改革構想案について
山寺医学部保健学科長，南條理工学部長及び豊川農学生命科学部長から，前回配付資
料７−４〜７−６に基づき，それぞれ下記事項等について説明があった。
なお，医学部附属病院については，次回開催（１１月９日）の本評議会で説明願うこ
ととした。
(1) 医学部保健学科
① 学部教育運営体制の改編（大講座間の連携強化のためのＷＧ設置など）
② 国家試験合格率の向上（95％以上を目標に，模擬試験を３回実施する，国家試験
検討部会を設置することなど）
③ 附属病院における実習カリキュラムの改編（実習指導体制の見直しなど）
④ 保健学部（仮称）昇格の検討（基本構想案の策定など）
⑤ 医学部医学科との共同研究の実施（共同研究プロジェクトを出し合い，専門知識
や実験装置の共用化を促進することなど） ほか
(2) 理工学部
① 学部教育運営体制の改編（必修科目の学科一元管理，全学部支援体制への移行な
ど）
② 指導方法・成績評価方法の改善（補講・質問アワーの設置，保護者懇談会の実施
など）
③ 学科の再編（現行５学科から６学科制への改編など）
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④

④
⑤

北東北国立３大学との共同研究の実施
研究支援体制の構築（機器分析センターの充実，日本海沿岸地域産業振興懇話会
への参画など） ほか
(3) 農学生命科学部
① 学部カリキュラム改編と授業方法改善（コア・カリキュラムを基本とした専門教
育カリキュラム教育の確立など）
② 高校訪問（説明会の開催，模擬講義の実施など）
③ 教育・研究体制整備（主指導教員の親密な指導，副指導教員制度の充実など）
④ 地域を生かした研究（白神山地等を重視した研究展開など）
⑤ 青森県内サテライト（特に八戸サテライトの有効活用など） ほか
報告９

各学内共同教育研究施設の改革構想案について
矢島２１世紀教育センター長，加藤地域共同研究センター長及び佐々木保健管理セン
ター所長から，資料１２−１〜１２−３に基づき，それぞれ下記事項等について説明が
あった。
なお，遺伝子実験施設，総合情報処理センター，生涯学習教育研究センター，留学生
センター及び機器分析センターについては，次回開催（１１月９日）の本評議会で説明
願うこととした。
(1) ２１世紀教育センター
① ２１世紀教育科目カリキュラムの改編（高等学校教員との意見交換会の開催，新
たな情報関連科目の構築，外国語の習得プログラムの開発・整備，対話型・双方向
型の少人数教育の充実など）
② 適切な評価方法と基準の設定（「成績評価の方法と基準」の導入など）
③ 放送大学の授業等の活用（放送大学，弘前学院大学及び北東北国立３大学との連
携など）
④ 教育の実施体制の改編（高等教育開発研究室の専任教員増員，４部門設置など）
ほか
(2) 地域共同研究センター
① 地域先導型の研究の実施（地域先導型の研究テーマ（弘前大学地域先導型研究制
度）の設定など）
② 産学官連携型公募事業による共同研究の実施（文部科学省，経済産業省等各省庁
との産学官連携型公募事業による共同研究）
③ 研究支援体制の構築（ＣＪＲ機器分析部門の機器分析センターへの移管など）
④ 産学連携特任コーディネーター，産学連携特任アドバイザー制度の設置
⑤ 各サテライトの活用（学内研究シーズ発表会の実施など） ほか
(3) 保健管理センター
① 学習相談・生活相談・助言・支援の組織的対応（専任のメンタルヘルス担当教員
の配置など）
② 労働安全衛生法などを踏まえた安全管理・事故防止（労働安全衛生法にも対応し
た健康管理体制の構築，センター業務取扱事務組織整備，各相談窓口関係者の定期
的な情報交換会の実施など） ほか

報告10 委員会報告
(1) ２１世紀教育センター運営委員会
矢島センター長（同委員会委員長）から，資料９に基づき，９月２１日開催の同委員会
について，次の事項の概要について説明があった。
○ 平成１６年度前期末試験追試験
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⑤

○ 平成１７年度成績評価の方法と基準
○ 各学内共同教育研究施設における改革構想案
○ ２１世紀教育センター運営委員会専門委員会要項の一部改正
(2) 教育・学生委員会
大関理事（同委員会委員長）から，資料１４に基づき，９月２２日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要について説明があった。
○ 各学部カリキュラム改革
○ 平成１７年度以降のシラバス作成
○ １２大学共通「学生授業評価アンケート」フォーマット（案）
(3) 研究・施設マネジメント委員会
中澤理事（同委員会委員長）から，資料１５に基づき，１０月６日開催の同委員会につ
いて，次の事項の概要について説明があった。
○ 弘前大学学術研究奨励基金
○ 弘前大学重点研究に係る確認事項
○ 知的財産創出本部
○ 平成１６年度海外先進教育研究実践支援プログラムの審査結果
○ 廃液処理施設の廃止に伴う改正を要する規定
○ 「国立大学等施設緊急整備５か年計画」の一層の推進
○ 大学会館・総合教育棟の有効利用計画
○ 部局施設担当委員の推薦
(4) 入学試験委員会
大関理事（同委員会委員）から，１０月５日開催の同委員会について，次の事項の概要
について説明があった。
○ 平成１７年度入試関係要項等
○ 教科委員等の選出母体を明確化するための作業
報告11

その他
(1) 平成１６年度前期弘前大学公開講座「高・大連携高校生セミナー」修了証書授与式
について
大関理事から，標記授与式を９月１７日（金）に総合教育棟共用会議室において実
施した旨報告があった。修了者は１８名（出席者は１５名）。
(2) 平成１６年９月期学位記授与式について
大関理事から，標記授与式を９月３０日（木）に事務局大会議室において実施した
旨報告があった。被授与者は，学士１８名，修士２名。
(3) 平成１６年度青森県留学生交流推進協議会について
大関理事から，標記協議会及び講演会を来る１１月２５日（月）総合教育棟におい
て実施する旨報告があった。
(4) ヒマラヤ初登頂記念碑建立について
学長から，１０月１０日（日）に創立５０周年記念会館前（弘高生青春之像付近）
へ建立し，除幕式を行った旨報告があった。
(5) 次回開催日について
１１月 ９日（火）１３：３０から開催することとした。
以 上

